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パセリのバジルパスタ
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ウチノ駅
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第 5 回ファン感謝デー
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パセリの葉の部分を茎から取る。
なるべく茎が残らないように取っ
ておくと良いです。

帰って来た !!

金魚つり

茹でたパスタにバターを入れ、

金魚すくいもあるよ♪

溶けるまでよく混ぜる。

まちがいはいくつありますか？

ご予約
受付中
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大人気 !!

定番 !!

ポップコーン

ふうせん

とっても美味しい♪

みんなもらえるよ♪

ちびっこ大集合！

スマートボール

ウチノの定番ゲームです♪

うっちー祭りでも大人気！

みんなもらえるよ！

Rinnai
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※イラスト・写真はイメージです。
※景品・飲食物は数に限りがございますので、ご了承下さい。
※イベント内容は予告なく変更する場合がございます。

皆さんこんにちは。
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正解者にはウチノでつかえる
ポイントを１５pt プレゼント !
回答選択

Ａ ８個
Ｂ ９個
Ｃ 10 個

前回の答え
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Ｂ ８個

内野晴彰

■応募方法 付属のはがきに答えと必要事項をご記入の上ご応募ください︒
■締め切り
月 日

？ ま ち が い さ が し ？

超大人気企画！

毎月たくさんのお言葉や

畔本宏美

内野順子

イラストをいただき︑

少々

誠にありがとうございます！

20g

塩

うっちー新聞企画室では

バター

皆様からのお便りを

2本

完成〜 !!

お待ちしています！

付属のはがきをご利用下さい︒

整える。

パセリ
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チャレンジ !!

パセリを入れ、よく混ぜ塩で味を

2 人前
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竹を使った本格流しそうめんです！
ご来場いただいたお客様全員にお楽しみいただけます。
竹の器で是非ご賞味ください！

みじん切りにする。

パスタ
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今月よりお風呂リフォームが
お得なキャンペーンを実施中
です！
システムバスのみの工事はも

３

ちろん、システムバス・洗面

31

台・脱衣所をまとめてリフォ
ームするとさらにお得です !!
この機会を是非お見逃しなく！
詳しくは付属のチラシをご覧
頂くか、ショールームへお問
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い合わせください !!
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村松和泉

内野あけみ

r_uchino@ever.ocn.ne.jp

